
令和元年度（６月） 第３回浜北区協議会 次第

日時：令和元年 6月 27 日（木）午後 1時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

(1) 協議事項 

令和元年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について【資料 1】 

 （2）報告事項 

   浜北区役所跡地スマート化事業の公募結果について【資料 2】

３ その他

(1) その他

(2) 次回開催日程について 

４ 閉 会



１

 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和元年度浜北区地域力向上事業の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に 

  意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定 

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 令和元年度の地域力向上事業・助成事業は、平成３１年１月

から募集を開始した（４月から二次募集中）。今回は５月及び６

月に提出された提案について、区行政推進会議で審議したもの

を提出する。 

 提案  ３件 

 採用  ３件 

 不採用 ０件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 岩崎 英浩 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料1 



（単位：円）

■助成事業 予算要求額 既申請額 今回補助額

3,300,000 518,000 613,000

内容

時期

場所 担当課：健康づくり課

内容

時期

場所 担当課：区振興課

令和元年度地域力向上事業提案内容

4

Ｎｏ．

親子支援事業

提案事業名 行政推進会議検討結果

90,000

 【採用（実施予定事業候補）】

・市が行う事業と、本提案事業のすみ分けを
明確にしておくこと。
・対象者の選定にあたっては、個人情報の取
り扱いに留意し、安心して子育てができるよう
支援してほしい。
・発達に問題を抱え、育児が心配な家庭の相
談・活動の場として、安心して子育てができる
よう効果的な支援活動をお願いしたい。ま
た、こうした世帯が増加傾向にある中、今後
も継続した支援活動に期待する。

残額

2,169,000

補助金額
（希望額）(円）

45,000

予算内容（金額：円）
継続
事業

-プレイリバー

　社会では今、子育てがうまくいかず、
悩みや不安を抱えたまま育児をしてい
る母親や、言葉や社会性等の発達に
課題がある子どもが増えている。
　また、家庭環境に問題があり、子ど
もの成長発達に好ましくない影響を及
ぼしている、見守りや支援を必要とす
る子育て家庭も急増している。
　浜北区に於いては、子育て世代の転
入者が多いが、困った時に周囲に頼
る所が無く、不安や孤独を感じながら
暮らしている保護者が多いと考えてい
る。
　当団体スタッフは、保育士を25年以
上経験している。また、浜北区在住の
専門技術を持っている講師も招きプロ
グラムに沿った親子支援活動を展開し
ていく。

令和元年７月１日（月）～令和２年３月３１日（火）

浜北保健センター

提案者 概算事業費(円)

870,000

主なものは次のとおり

・報償費　　　  （20,000円）
・冊子印刷費
　　　　　　　　（270,000円）
・広告費　　　  （12,000円）
・調査委託料
　　　　　　　　（460,000円）
・会議室等使用料
　　　　　　　　（108,000円）

348,000

事業の目的・効果

　７月から３月までの期間で全６回、親子運動遊
び、子育て相談、母親交流を行う。

【対象】
　浜北区、天竜区に住み、子育てに悩みや不安が
ある保護者と発達に課題や心配がある子ども。

提案内容

主なものは次のとおり

・講師謝礼
　　　　　　　 　（42,000円）
・教材費等消耗品
　　　　　　 　　（20,000円）
・チラシ
　　　　　　 　  （10,000円）
・保険料
　　　　　　　  　（6,000円）

・用具借用代 （12,000円）

・補助金　 （45,000円）
・参加費　 （45,000円）

5
浜北副都心にぎわいづくり事業

　　　　　　　　　　　　　（２回目）

浜北副都心にぎわい創
出隊

　平成29年度に作成配布を行った「は
まきたマップ」の第2弾を作成する。
　掲載範囲を浜北全域まで広げ、より
多くの店舗情報や浜北地域の情報な
どを掲載することで、浜北への関心を
高め地域を活性化させる。

〇

 【採用（実施予定事業候補）】

・各施設や店舗の利用頻度向上に期待す
る。
・定期的なアンケートや利用頻度向上に関す
る調査等をしてほしい。
・本事業を通して、浜北区の魅力ある各種情
報が発信され、浜北地域への関心が高まる
とともに各所における集客が増加するなど、
浜北地域のにぎわいと活性化に繋がることを
期待する。
・民報テレビ局等への投げ込みなども検討し
てほしい。（夕方のテレビなどで取り上げても
らえれば効果は大きい。）
・割引券をつけるなどの工夫をしてほしい。
・より多くの人に冊子が配れるようにPR方法
を検討してほしい。

令和元年７月１日（月）～令和２年３月３１日（火）
・補助金　 （348,000円）
・協賛金　 （522,000円）

浜北区内全域

　前回の見開きＡ３「はまきたマップ」を改良し、
約３０ページの「はまきた冊子」を作成する。

　・店舗情報
　・浜北区内のイベント情報　等

浜北区の情報や魅力ある店舗を掲載する。



令和元年度地域力向上事業提案内容

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

予算内容（金額：円）
補助金額
（希望額）(円）

継続
事業

行政推進会議検討結果Ｎｏ． 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 概算事業費(円)

220,000 -

 【採用（実施予定事業候補）】

・ボランティア大学生への浜北魅力発信の相
乗効果が期待できる。
・小学生クイズ等による、森林公園以外の魅
力・情報発信に期待する。
・実施にあたっては、青年会議所のもつ多様
な人材を活用したプログラムを入れることで、
自然や生活環境だけではなく浜北区の産業
などの魅力についても感じてもらえる。
・参加者には学校の宿泊訓練では得られな
い体験をしてほしい。
・子供たちが、様々な人たちとのふれあいを
通じて、地域愛に目覚め、地域で暮らしたい
という気持ちの醸成につながるような構成に
してほしい。
・浜北らしさがうまく伝わるかは心配なところ
であるが、子どもたちにいろんな経験をしても
らい、今後の人生で生かしてもらう点では効
果が期待できる。

令和元年７月１日（月）～令和元年９月３０日（月）
・補助金　 （220,000円）
・自己資金等
　　　　　　 （378,940円）

静岡県立森林公園　森の家

五感を使って”浜北”を知る

　・ウォークラリー
　・木片を使った人形作り
　・地元食材を使ったＢＢＱ
　・星空教室
　・小学生クイズ
　・大学生ボランティア共同事業　等

【対象】
　浜北区内の小学生

【実施日】
　８月３１日（土）、９月１日（日）

主なものは次のとおり

・講師謝礼等　（60,000円）
・宿泊費　　　（273,000円）
・コピー用紙等消耗印
　　　　　　　　 （30,000円）
・チラシ　　　　（50,000円）
・保険料　 　　（18,900円）
・会場使用料
　　　　　　　　 （167,040円）

6
緑と星とぼくとわたし
～五感で楽しむＨａｍａｋｉｔａ～

公益社団法人浜北青
年会議所

少子高齢化の時代に突入し、持続可
能な都市になるために、子供たちに
“知っているようで知らない浜北”に五
感を意識しながら感じてもらい、地域
により一層の愛着心をもってもらう。

598,940



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 浜北区役所跡地スマート化事業の公募結果について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

・本市では、エネルギービジョンを定め、エネルギーに不安

のない強靱で低炭素な社会「浜松版スマートシティ」の実

現を目指している。 

・こうした中、昨年度に市全体のリーディングモデルとして、

環境への配慮はもとより、災害対応力の強化等を目指した

まちづくりとして、浜北区役所跡地を活用したスマートマ

ンションを軸とするスマート化事業の公募を行った。 

対象の区協議会  浜北区協議会 

内  容 

・公募の結果、今回は応募者がいなかった。 

・再公募を前提に、今回の現状を分析する中で、今後の方向

性についてあらためて検討を行う。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

平成 31 年３月区協議会協議案件 

担当課 
エネルギー政

策課 
担当者 松野 英男 電話 457-2503 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料2 


